
過去のかどやくセミナー 

第１４弾『かどやくセミナー 』 

【特別講演】  

 「感染症（インフルエンザ、新型コロナウィルス）の情報と、 

                    脱水時における経口補水液の活用について」 

   社会福祉法人 枚方療育園 

  北摂三田福祉の里  医療福祉センター さくら 院長  服部 益治  先生  

	 【情報提供】 経口補水液オーエスワンに関する最新の話題   株式会社大塚製薬工場 

 

 大変長らくお待たせ致しました。１年ぶりの「かどやくセミナー」となります。今回は、なんと！   

ちちんぷいぷいや世界一受けたい授業等の番組にもご出演されている服部益治先生の特別講演となって

おります。Web 対応にもなっておりますので、ぜひともご気軽にご参加下さいますよう宜しくお願い申

し上げます！ 
 

                日時： 令和 3 年 1 月 23 日 （土） 16：00～17：30 

第１３弾『かどやくセミナー 』 

内容：『これからの薬局のスタイル ICT の必要性と効果と活用法』	

	 	 	 	 ５年、１０年、２０年後の薬局がどのような場所であれば、患者さんが 

    得する場所になるかをいっしょに皆さんと考えましょう。 

     株式会社カケハシ 代表取締役CEO  中尾 豊 氏  ６０分 

 

   『薬局と患者を結ぶ電子薬歴「Musubi」について デモ実演 』      
	 	 	 	 	 	 株式会社カケハシ エリアリーダー 住本 尚紀 氏  ３０分                                  

                薬剤師の負担を最小に、患者さんの満足を最大に。 

                  Musubi は、その実現のためのパートナーです。  

日時：  １月２５日（土）１６時００分～１７時４０分 

第１２弾『かどやくセミナー 』 

内容：『 整形外科疾患に対するセルフケア指導のポイント 』 

     momentum 姿勢バランス研究所  渡辺 友和先生  ９０分   

 momentum姿勢バランス研究所の渡辺友和先生に２回にわたり、整形外科疾患に対す

るセルフケアアドバイスのポイントについて実践を交えお話いただきます。 

 第２回目は、以下の通りです。整形外科疾患の多くは、治療を受けるだけでなく自分

でできる筋トレやストレッチをすることが、症状の改善の助けになります。 

 そこで、本講座では、疾患にあわせた簡単にアドバイスできるセルフケアの方法をご

紹介いたします。 

○頸椎椎間板ヘルニア、その他頸椎由来の神経症状のある方が気をつけること 

○指の変形性関節症に対する簡単なテーピング処置と予防方法 



○手指の腱鞘炎や手根管症候群の改善するための手のアーチを作るエクササイズ 

○五十肩の時期にあわせたリハビリの方法 

○テニス肘の予防改善のための日常生活動作指導 

○胸郭出口症候群の症状の特徴と改善アプローチ   

日時：  １１月３０日（土）１５時５０分～１７時４０分                                         

第１１弾『かどやくセミナー 』 

内容：『 急性期の心臓リハビリテーション 』 

       京都医療センター 理学療法士 澤田真理子先生   ９０分      

                                         

  今回は、薬剤師があまり聴く機会のない、急性期病院での心疾患対象患者への 

 心臓リハビリテーションについてご講演いただきます。また、患者教育の一つである、 

 内服管理へのディスカッションへと繋げていきたいと考えています。 

 貴重な機会ですので、ぜひ参加お待ちしてます！ 

 

 プロフィール：京都医療センターにて、理学療法士として勤務。急性期病院にて14年間、主に 

         心臓リハビリテーションを担当         
 

                      日時：  ８月３１日（土）１６時００分～１７時４０分 

第１０弾『かどやくセミナー 』 

内容：『 整形外科疾患に対するセルフケアアドバイスのポイント 〜腰・股関節・膝〜 』 

      momentum 姿勢バランス研究所  渡辺 友和先生    ９０分     

                                         

 momentum姿勢バランス研究所の渡辺友和先生に２回にわたり、整形外科疾患に対す

るセルフケアアドバイスのポイントについて実践を交えお話いただきます。 

第１回目は、腰・股関節・膝編で、患者さんが持つ身体の症状に対して、必要な身体構

造や機能の理解から簡単な動きや口頭でアドバイスができるポイントを、第２回目  （１

０月頃を予定）は、肩首・肘腕・足についてです。 

 

第１回のトピック 

＜腰痛＞ 

・急性腰痛に対する安静・運動 

・腰痛に対するコルセット使用のポイントと注意 

・慢性腰痛患者の腰の状態の理解と運動・生活指導のポイント 

＜股関節＞ 

・変形性股関節症に対する構造的理解 

・股関節エクササイズの基本と応用 

＜膝関節痛＞ 

・変形性膝関節症患者のアライメントの特徴からみるエクササイズ 



・変形性膝関節症患者に対するセルフマッサージ指導 

・	 下半身筋力強化のためのスクワットエクササイズ指導のポイント  

 

                   日時：  ６月 22 日（土）１６時００分～１７時４０分           

第９弾『かどやくセミナー 』 

内容：『薬局での唾液検査（歯周病、口腔内環境チェック） 

         〜健康サポート機能に有用な情報提供〜 』 

     アークレイ                            ４５分 

    実際に測定してみましょう。 

  ------------------------------------------------------------------ 

   『災害医療支援薬剤師の伝達講習』                   

     門真市薬剤師会 幹事    ハートフル薬局 

            小田 隆久先生    ５０分 

     ３月２、３日に福岡大学薬学部で開催されます第１５回災害医療支援 

  薬剤師研修コースに小田先生が参加されます。災害時医療支援において 

  薬剤師がそれぞれの場所、立ち位置、組織で能力を発揮するために必要 

  な必須知識を習得することを目的にしたコースです。いざという時、 

  薬剤師がどのような対応をすれば良いのか、詳しくお話しいただきます。 

 

           日時：平成３１年３月２３日（土）１６時００分～１７時４０分 

 

第８弾『 かどやくセミナー 』 

内容：『調剤の人的ミスの防止 

     〜ピッキング監査システムのご案内〜』 

        株式会社シンク  薬局事業部  近藤 信介氏  １５分 

  ------------------------------------------------------------------ 

  『薬剤による嚥下障害と、 

        嚥下障害による服薬障害』                   

        かわい歯科お口のケアクリニック   

            河合 利彦先生    ６0 分 

                                 門真市歯科医師会  

     

    何らかの理由で摂食嚥下障害を抱えている障害児者や高齢者は、ほとん 

  ど多剤投与を受けています。そして投与されている薬物には、摂食嚥下 

   障害に悪影響を及ぼすリスクの高いものも含まれていることもしばしば 

   あります。また、処方される内服薬はその主効果については、十分に検討 

   されているものの、内服薬の剤形や服薬方法は、患者の嚥下能力との適合 

   性について、考慮されたものではない場合もあります。いずれも臨床現場 



   ではある程度気づかれているものの、その実態は十分調査されていないの 

   が現状です。 

   セミナーでは、学術研究結果や演者の経験を基に、薬剤性嚥下障害や服薬 

   困難の実態を呈示し、服薬に関わる医療職間の共通認識の一助としたいと思 

  っております。 

             日時：平成３０年１１月１０日（土）１６時００分～１７時４５分 

 

第７弾『 かどやくセミナー 』 

内容： 『医師から薬剤師に伝えたいこと』                  	

      伊賀内科・循環器科    伊賀幹二先生   

                                

      インフルエンザキット陽性の意味とは？/心房細動における DOAC(直接   

      経口抗凝固薬)の問題点/高血圧についての一般人の思い込み/医師におけ 

      るジェネリック医薬品の考え方/高齢・フレイル・認知症になってきたら/  

      死生観について 

            日時：  平成３０年９月１５日（土）１６時００分～１７時３０分 

 

第６弾『 かどやくセミナー 』 

内容：『ワクチンを知ろう＜他所では聴けないシリーズ＞ 

    〜インフルエンザワクチンを中心に〜』                   

          社会福祉法人四天王寺福祉事業団 

                       四天王寺和らぎ苑 

          小児科医  中島 良一先生    ９0分 

  

    インフルエンザの特質からワクチンが有効であるメカニズム、   

   治療・予防について等、詳しく解説していただきます。 

                 日時：平成３０年６月２日（土）１６時００分～１８時００分 

 

第５弾『 かどやくセミナー 』 

内容：『高血圧症』             辻 千春先生   

        基礎から応用まで                ４0 分 

    日頃の素朴な疑問、そのままにしていませんか？ 

    スッキリした答えが見つかるかも 

    みんなで語りましょう、高血圧座談！ 

  『日薬学会 in 東京レポート』ハートフル薬局 小田隆久先生 

      薬剤師業界の今後の行方は？                  ２５分 

      最新情報をご報告いただきます   



       

  『防犯・テロ対策について』 門真警察 警備課    １５分 

     防犯対策は万全ですか？ まさか自分の薬局が被害に合うなんて 

     事前に出来ることはしっかりと対策を取っておきましょう 

               

 

  『薬学生実務実習中間発表』 柿田 亜由美さん（摂南大学） 

            受入れ薬局：やまなか薬局 朝日町店     １０分 

              日時：平成２９年１１月１１日（土）１７時００分～１８時３０分 

 

第４弾『 かどやくセミナー 』 

内容：『カンボジアの医療事情』  

                  絶対、他所では聞けない話満載 

	      今回は、カンボジアスタディーツアーを企画されている有限会社イマトクメディ  

       ックの社長であります、徳上氏にお話しいただきます。 
・	カンボジアの病院や薬局の現状について 

・	カンボジアの薬学生や孤児院の子供達と交流して感じたこと 

・	貧困層の村への訪問     など 

 

    ◇ カンボジア医療事情についての豆知識 

      カンボジアの都市部であれば、外国資本が入った総合病院があり、一定レベルの   

     治療を受けることができますが、その病院を利用できるのは、ごく一部の人だけだ 

     そうです。多くのカンボジア人は、医師の診察を受けたくても、医師がいない環境 

     下で今も暮らしています。 その理由は、ポルポト政権下でカンボジアの医療制度 

     は崩壊状態が続いていたからです。政権終結後約40年たった今も、カンボジア国 

     内では、医師不足、医療知識不足、病院不足といった問題が残され、貧しい人にと 

     って医療は身近ではありません。 

 

      有限会社イマトクメディック 代表取締役 徳上 洋之  氏 

             日時：平成２９年６月２４日（土）１７時００分～１８時３０分 

 

第３弾『 かどやくセミナー 』 

内容： 『肛門科領域に強くなる』  

                絶対、他所では聞けない痔（肛門科）の話 

	 	   
・	今回は、全国から患者さんが来られているという肛門科の医師、 

佐々木みのり先生にお話をいただきます。 



・	なかなか人には聞けない痔の悩み、女性では、なんと！３人に１人は『痔』に

なったことがあるという報告もあります。『痔』は、人種問わず、今も昔も変

わらず共通の悩みだそうです。 

・	『痔の治療は、便秘の治療から』 直腸性便秘の話を中心にたっぷりとお話し

ていただきます。 

                   大阪肛門科診療所  佐々木 みのり先生 

            

   『早めのランチョンセミナー 質問コーナー』  

        ・ 恥ずかしくて聞けない痔の悩み 痔でお困りの方は是非ご参加を！ 

    ・ 痛くても我慢していませんか？ 放っておかずにまずはご相談を 

      匿名でも大丈夫。事前質問受付中       

            日時：  平成２８年１０月３０日（日）９時３０分～１２時００分 

               

第２弾『 かどやくセミナー 』 

内容： 『OKISSに強くなる』   

       ・OKISS大活用術 便利な利用方法を紹介   たなべ薬局 

       ・いざといういう時のネット検索方法     田邉 信博 先生 

            

    OKISSなんて、今まで全くアクセスした事がない。使い方がよくわからない。 

    明日から毎日使いたくなる裏技をお伝えします。 

    ドクター、患者さんから急な質問に即答出来なくて困ったことありませんか？ 

    さぁ、こんな時にはココにアクセス！！ 

 

                        

   『健康サポート、これからどうしましょう？』  

・	健康サポート？！ どうサポートしていく？ 

・	薬剤師会、地域での関わり、つながり方 
・	薬剤師会ってどんなところ？                 奥田 仁浩                                

              日時：平成２８年６月２５日（土）１６時３０分～１８時３０分 

   

第１弾『 かどやくセミナー 』 

内容：『腎臓疾患に強くなる』   

      ・松下記念病院の検査値記載について伝達 

      ・検査値の読み方、考え方《腎機能を中心に》 船越 華江 先生 

            

      薬局に検査データを持って来られた時に、異常値は何を意味しているのか、 

      的確なアドバイスができるか？そんなお悩みはありませんか？ 

      困らないためのポイントをお伝えします。 



 

       「日薬学会レポート」           黒岩 勉 先生   

             日時：平成２８年４月２４日（日）午前９時３０分～１１時３０分 


